
平成28年度新入社員研修をご利用ください。
　当所では、新入社員研修基本コースと製造コースをそれぞれ開催いたします。
　新入社員研修基本コースでは、社会人として必要となる仕事に対する心構えや、ビジネスマナー、コミュニケーション
能力等の基本事項を学習・習得していただきます。
　新入社員研修製造コースでは、製造業事業所に入社する新入社員を対象に、仕事を行うために知っておきたい基礎知
識や生産業務の内容、改善の重要性等について学習・習得していただきます。
　詳しくは、今月号の4ページをご覧ください。お申込みにつきましては、当所窓口のほか、ホームページでも受け付け
ております。
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安城商工会議所事業のご紹介
帳簿はどうやって書くの？日々の記帳が大変だ。

もっとラクにならないかな…とお悩みの方にオススメ！



今月のみどころ

安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介

特集「ものコン。開催！」7

ガンバル事業所、応援します8

HIDE 和太鼓 School
　所在地　安城市根崎町西根66
　電　話　070-5332-3074

くみ美容整体院
　所在地　安城市錦町7-2
　　　　　コーポ末広2 1号室
　電　話　080-9486-2013

4月

４日㈪
５日㈫
６日㈬
12日㈫
13日㈬
13日㈬
21日㈭
22日㈮

新入社員研修（基本コース）
新入社員研修（基本コース）
ものづくり補助金セミナー【個別相談】
新入社員研修（製造コース）
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）

9：30～16：30
9：30～16：30
18：00～21：00
9：30～16：30
10：00～12：00
10：00～15：00
13：00～16：00
13：00～16：00

3月

４日㈮
７日㈪
８日㈫
８日㈫
９日㈬
９日㈬
９日㈬
９日㈬
15日㈫
16日㈬
16日㈬
16日㈬
17日㈭
24日㈭
25日㈮

睡眠力向上セミナー
経営計画作成セミナー
新入会員Welcome交流会
経営計画作成セミナー
ものづくり補助金セミナー
観光サービス部会主催視察会
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
新入会員Welcome交流会
ものづくり補助金セミナー
消費税申告個別相談会
税務相談
法律相談
ものづくり補助金セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）

14：00～15：30
18：00～21：00
14：00～15：30
18：00～21：00
18：00～21：00

10：00～12：00
10：00～15：00
19：00～20：30
18：00～21：00
13：00～16：00
13：00～16：00
13：00～16：00
18：00～21：00
13：00～16：00

　表紙の写真は、堀内町で持ち帰り寿司や宅配寿司を行っている「どんぐり本店」の新商品「ごん
の想い（５個入り 税込６９０円）」。安城市で青春時代を過ごした新美南吉の作品「ごんぎつね」
をモチーフにしたお寿司を作りたいという想いから、試行錯誤のうえに昨年12月に完成したばかり
の自信作のいなり寿司になっています。作品の中にも登場する「うなぎ」「栗」「彼岸花」を表現
したいなり寿司は一見の価値があります。様々な想いの詰まった「ごんの想い」を、ぜひこの機会
にご賞味ください。
【お問合せ】   所 在 地：安城市堀内町道下34-1 ／ TEL：0566-99-6123

営業時間：10：00 ～ 18：00
配達地域：安城市内（市外の方はご相談ください）
配達時間：10：00～18：00
定 休 日：第2・第4水曜日（祝日の場合は営業）※臨時休業あり

安城の新名物「ごんの想い」

今月号の表紙　どんぐり本店 表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

　安城商工会議所会報誌表紙にて会員事業所の「我が社自慢の商品・
製品・サービス」を掲載しています。掲載事業所を随時募集してい
ますので、ご紹介したい商品・製品・サービス等がございましたら、
お気軽にお問合せください。なお、お申込みの状況により、順番を
お待ちいただくこともございますので、ご了承ください。
【お問合せ】安城商工会議所 広報係　TEL：0566-76-5175

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業所の募集！

特集「小規模事業者持続化補助金・
　　　　　　ものづくり補助金情報！」
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■ とき　■ ところ　■ 対象　■ 講師　■ 内容　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 問合せ時 場 対 内講 定 ￥ 問

新入社員研修基本コース
受講者募集！

　今回のセミナーでは、社会人として必要となる仕事に対
する基本的な心構えや、ビジネスマナー、コミュニケー
ション能力等の基本事項を学習・習得していただきますの
で、ぜひご受講ください。

時 平成28年4月4日（月）～5日（火）
9時30分～16時30分

内【1日目（4月 4日（月））】
1. 社会人としての心構え
2. ビジネスマナーの必要性
3. 電話応対の基本
【2日目（4月 5日（火））】
1. 来客応対と他社訪問
2. コミュニケーションの基本
3. 仕事におけるコミュニケーション
4. ビジネス文書

場 安城商工会議所 5階 大会議室

￥ ◯安城商工会議所会員
　1名　5,400円（昼食代・消費税込）
◯刈谷法人会安城支部会員・刈谷労働基準協会安城支部会員
　1名　9,720円（昼食代・消費税込）
◯上記以外
　1名　12,960円（昼食代・消費税込）

定 50名（定員になり次第、締め切り）

講 オフィスPrima　透　千保  氏
対 新入社員

新入社員研修製造コース
受講者募集！

　今回のセミナーでは、製造業事業所に入社する新入社員
の方々が仕事を行うために知っておきたい基礎知識や生産
業務の内容、改善の重要性などについて学習・習得してい
ただきますので、ぜひご受講ください。

時 平成28年4月12日（火）
9時30分～16時30分

内 1.メーカーとは何か「ものづくりのプロになるための心構え」
2.ＱＣＤを守るための「正しいやり方」
3.安全に仕事をするために「良いものを、早く、安全に」
4.5Ｓと保守・保全の基礎知識
5.ムダを省いて付加価値を高めるための考え方、カイゼンの基本
6.コストの考え方「生産計画の基本」
7.職場内コミュニケーションを高める手法

場 安城商工会議所 3階 研修室

￥ ◯安城商工会議所会員
　1名　3,240円（昼食代・消費税込）
◯刈谷法人会安城支部会員・刈谷労働基準協会安城支部会員
　1名　6,480円（昼食代・消費税込）
◯上記以外
　1名　9,720円（昼食代・消費税込）

定 35名（定員になり次第、締め切り）

講 一般社団法人中小企業支援ナビ　照井　清一  氏
（株式会社アイリンク 代表取締役）

対 製造業事業所に入社する新入社員

新入会員Welcome交流会
参加者募集！

　平成25～27年度にご入会いただいた会員の皆様を対象
に、新入会員Welcome交流会を開催いたします。当日は、
当所サービスを積極的にご活用いただくため、商工会議所
活用術を紹介するとともに、会員相互の新たな人脈・ネッ
トワークの構築を目的とした参加者同士の交流会を実施い
たします。
　入会したけど具体的な活用方法がわからない、まだ充分
に活用していない、同業種および他業種との“つながり”
を作りたい方は、ぜひご参加ください。
時 平成28年3月 8日（火）14時00分～15時30分
平成28年3月15日（火）19時00分～20時30分

内【第 1部】安城商工会議所 事業紹介「商工会議所の活用術」
・当所の職員が「経営に役立つ会議所事業」を説明します
・申込書に記載された質問事項等をお答えします
・会員事業所より商工会議所の活用に関するノウハウを
　お伝えします
【第 2部】情報交換会・名刺交換会
・ご自由に情報交換・交流を行っていただきます
・参加者全員に会社ＰＲ（1事業所 1分程度）を行って
　いただきます

場 安城商工会議所 5階 大会議室

￥ 無料！

対 平成25年～27年度にご入会の新入会員

ものづくり補助金 完全攻略2016
受講者募集！

　平成27年度補正で実施が決定された「ものづくり・商
業・サービス革新補助金」。公募開始から締切までの僅か
2ヶ月の期間で、厳しい採択競争を勝ち抜くにはどうした
ら良いのでしょうか。
　今回のセミナーでは、抜群の支援実績を誇る講師を招き、
説明から申請書のブラッシュアップまで、徹底的にサポー
ト！申請をお考えの方、今後の設備投資をお考えの方はぜ
ひご参加ください。

時 平成28年3月9日（水）・16日（水）・24日（木）
　　　　4月6日（水）　各日18時00分～21時00分
※4月6日（水）は、講師と会議所経営指導員による個別相談

内 第1講 ・ものづくり補助金こうして通す！採択のコツ
　　　・通る申請書を実際に書いてみる！
第2講 ・技術的課題と解決方法の書き方
第3講 ・通るマーケティングプランは申請書にこう書く！

場 安城商工会議所 3階 研修室

￥ 安城商工会議所会員：無料！
上記以外：1名　20,000円（消費税込）

定 30名（定員になり次第、締め切り）

講 中小企業診断士　佐原　啓泰  氏
対 安城市内の製造業者（Word・E-mailの使用できる方）

－４－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



　臨時総会に引き続き、第２回教養サロンが開催され、講師に
早川順子氏をお招きして「自己コミニュケーション能力の発見」
をテーマに心地よい人間関係、自分らしい生き方等を自己概
念・傾聴・明確な表現・感情の取り扱い・自己開示について、
この５パターンから自分はどんな人間なのか？をチェックしま
した。
　チェックを実施し、その結果からグラフを作る中で「相手を
思いやる」「助け合う」ことがとても大切なことなのにこれが
薄れていく昨今、言葉で他人を傷つけることの何と多いことか。
「相手の立場に立って考えてみる」ことはとても大切なことで
す。受講して意外な発見もあり、自分を知ることの大切さを再
確認し日々の生活に役立つ講習会でした。「自分は、自分の主
人公。世界でただ一人の自分を創っていく責任者」自分は一人
しかいない。さて、どんな風に仕上げていくか…。後悔しない
ように。

第２回教養サロン 交流研修副委員長　稲垣三枝子

　早いもので、大役を頂いて一年が過ぎようとしています。出
来る・出来ないではなく「させて頂く」という気持ちでスター
トしました。身の丈に合う自分らしさが「今迄の私ね」と思っ
ているのは自分だけ？今も公私共に頑張っています。何事もベ
ストを尽くし、成し遂げた時の達成感。プロセスすべてが自分
らしく輝く基礎となっていると思っています。
　現在、女性会という縁により親しくして頂いている友人たち
と懇談している時の自分が心身ともに輝いているのだと感謝し
ています。まだまだ、会のことが不勉強のまま一年が終わろう
としていますが、ご縁によりもう一年携わらせて頂くことにな
りました。切磋琢磨し、自分らしさをもう少しレベルアップへ
と励みたいと思います。宜しくご指導をお願いいたします。

自分らしさ…輝くとき 平成27年度副会長　大橋　緑

　学問の神様で知られる京都の北野天満宮には、若い人達が大
勢「吉報が届くように」と参拝に来ています。冬の寒さにもめ
げず、それを応援するかのように梅が咲いていました。１年間、
皆様に応援をしていただき無事終了することができ、誠にあり
がとうございました。
　平成28年度も引き続き副会長を仰せつかり、「今年もよろし
く」と素敵な言葉をいただき光栄に思っております。年齢的に
最後と思い、悔いの無いよう平成28年度も頑張りますのでよろ
しくお願いいたします。

この一年を振り返り 平成27年度副会長　鬼頭　絹江

会員募集中！

年会費 3,000円

仲間を増やしましょう！
☆ぜひお友達をお誘いください☆
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－12－ あんじょう商工会議所

★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
★会員の皆さんからの口コミ情報
★公的融資や助成金情報
★各種経営情報　など
役立つ情報をメールでお届けします。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

申込み

当所ホームページ→　http://anjo-cci.or.jp

購読無料!!

左下

よりお申込みいただけます。

メールマガジンの配信
セミナーやイベントの情報を
いち早くお届けします 申込



　小規模事業者が商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓、海外展開、買物弱者対策に取り組む費用
を補助。また今回から業務効率化、生産性向上に向けた取り組みも支援対象になります。

●詳しくは小規模事業者持続化補助金特設サイト「http://www.jizokukahojokin.info/」の公募要領をご覧ください。
●お気軽相談窓口：安城商工会議所　TEL 76-5175

●補助率：2／3
●補助上限額：50万円
　　　　　　　※海外展開、雇用対策、買物弱者対策の取り組みは100万円まで。
　　　　　　　※複数の事業者が連携した共同事業の場合は、最大500万円まで。
●補助事業実施期間：11月30日(水)まで
　　　　　　　　　　※補助金を活用して実施する事業実施から支払いまでを上記期間中に終了する必要があります。

【補助金活用イメージ】
　・紙媒体カタログから商品紹介や注文ができる特設サイトを立ち上げ新規顧客を開拓。
　・ターゲット顧客である市内住民向けDMチラシの配布による新規顧客開拓。
　・新たな機器を導入し、新サービスを展開することによる店舗ブランド向上と新たな客層を開拓。
　・ターゲット顧客が広域であることから、HPの立上げとリスニング広告による新規顧客を開拓。
　・新商品の販路開拓のための業界向け展示会への出展。　　　　
　★売上UPを目指したいなら、この機会に補助金の活用を！安城商工会議所はチャレンジャーを応援します！

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金
～気になったら、まずはお電話ください！～～気になったら、まずはお電話ください！～

公募締め切り間際になると十分なご支援が出来ない可能性があります。気になった方は、お早めにご相談ください。

会議所と一体となって
作成するので、まずは
商工会議所までご相談

くださいネ！

①革新的サービス・ものづくり開発支援
(1)一般型
　中小企業が行う革新的なサービス開発・試作品開発
　・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を補助。
　●補助率：2／3
　●補助上限額：1,000万円
(2)小規模型
　小規模な額で行う革新的なサービス
　開発・試作品開発・生産プロセス
　の改善を補助。
　●補助率：2／3
　●補助上限額：500万円
②サービス・ものづくり高度生産性向上支援
(1)においてIoT等の技術を用いて生産性向上を図り、
　 投資利益率５％を達成する設備投資等を補助。
　●補助率：2／3
　●補助上限額：3,000万円
　●詳しくは愛知県中小企業団体中央会
　 「http://www.aiweb.or.jp/topics/
　　　　　　　　　monodukurihojo_h28.html」
　　の公募要領をご覧ください。
　●お気軽相談窓口：安城商工会議所　℡76-5175

★セミナーも開催します。3月9・16・24日の
　3日間、各日18時～21時。
　気になる方は、会議所：TEL76-5175へ。

ものづくり・商業・サービス
新展開支援補助金

【説明会】
　日時：3月11日(金)10時30分～（受付9時30分～）
　会場：名古屋市公会堂　大ホール
　※事前登録は不要ですが、会場が満員になり次第、
　　受付を終了する場合もあります。
【前回からの変更点】
　・一定期間の公募を実施し、申請内容に基づき、
　　総合的に評価を行い、一括採択となります。
　　なお、公募は複数回行う可能性があります。
　　（昨年度の先着順から変更になっています）
　・平成26年度補正予算 地域工場・中小企業等の省
　　エネルギー設備導入補助金／最新モデル省エネル
　　ギー機器等導入支援事業（A類型）で実施してい
　　た性能証明書の発行は行いません。
　・対象設備は、平成27年7月に策定された「長期エ
　　ネルギー需給見通し」における省エネ量の根拠と
　　なった産業・業務用の設備のうち、業種横断的に
　　使用される設備を対象とします。
　（生産設備は対象外となります）
　・補助対象事業は、既存の設備を補助対象設備に更
　　新する事業。（工場エネルギー管理システムは新
　　設も可）
・一事業あたりの補助率1/3
●詳しくは(一社)環境共創イニシアチブ
　「https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/」
　をご覧ください。

中小企業等の省エネ・生産性革命
投資促進事業費補助金

設備投資を
お考えのあなた！

設備投資で競争力強化と
生産性向上を！

公募締切
５月13日

公募締切
４月13日

－６－ あんじょう商工会議所



西三河最大級のものづくり展示会

を開催しました !!
2016.2.11-12

平成28年2月11日（木）～12日（金）に、製造業に特化した産
業展示会「ものコン。～安城ものづくりコンベンション2016
～」を、安城市体育館にて開催しました。86社の企業展示・
商談会、バラエティに富んだ「ものづくり基調講演」、今年の
安城イチオシ技術を決定する「安城スゴい会社大賞2016」な
ど、多彩な事業を行いました。ものコンは企業展示の場では
なく、「商談の場」としての機能を目的として開催し、2日間で
1,826名が来場し、活発な商談や技術相談を行いました。

▲開幕セレモニー ▲4つの「ものづくり基調講演」 ▲事前予約型マッチング商談会

▲注目を集めた技能五輪金メダリストの実演 ▲ブースでの商談状況 ▲出展者同士も活発に交流

▲表彰式の様子

ものコン2016出展者のうち、市内に事業
所を有する中小企業の中から、優れた技
術力をもつ企業を表彰する「安城スゴい
会社大賞2016」を選出しました。大賞は、
コーティング技術を基に、新しい性質のナ
ノテク材料を大量発生させる装置を開発
した、株式会社アヤボが受賞しました！

◆安城スゴい会社大賞　株式会社アヤボ
◆優秀賞　　　　　　　棚長株式会社
◆　〃　　　　　　　　曙工業株式会社

数字で見るものコン2016

来場者数

商談件数

出展者数
（商談会招聘企業含む）

前回 ▶

▶

▶

▶

今回

1,600名 1,826名

439件 542件

80社 86社

2016

－７－あんじょう商工会議所



ニューセブン フジイ化工株式会社

【DATA】
ワコー電気有限会社
住所 安城市城ヶ入町雨池 90
TEL  0566-92-3711

ワコー電気有限会社

排水管から上がってくる汚臭をシャットアウト！
自社製品「SHU-PON（シューポン）」を開発 !!
　城ヶ入町にある電化製品販売店であるワコー電気㈲がこの
ほど、配管汚臭カットを実現する画期的な製品「SHU-PON(
シューポン)」を開発しました。二代目経営者である榊原氏
は既存概念にとらわれない製品開発を常に実施。この商品は
トイレ取り替えリフォーム工事や配管メンテナンス時に、配
管に吹き付けると、濃密な泡が配管を埋め、気になる汚臭を
完全カットするもの。「シューっと塗布するだけで、泡がポ
ンっと膨らむ」ことからついた商品名だとか。この泡の効果
は1週間持続し、最後は水を流すだけで簡単に無くなる優れ
ものです。過日開催された「ものコン2016」の中でも、多
くの商社がこの商品に注目していました。安城発の新製品、
ぜひ現場作業でお試しください！

【DATA】
フジイ化工株式会社
住所 安城市東端町南用地 15-1
TEL  0566-92-4100
URL：http://fujii-kakou.co.jp/

生産能力1.5倍！
中部エリア最大級のプラスチックリサイクル工場に！
　「ECO.一歩先行くリサイクル」を経営方針としているプラ
スチックリサイクル業のフジイ化工株式会社が、第２工場に
新たな生産ラインを増設しました。不況時においても、先進
的な環境活動や社会貢献活動を評価され、顧客から「選ばれ
る会社」であったフジイ化工。このほどのライン増設は、多
くのクライアント企業の強い要望に応えたものといえます。
平成28年3月には、複合素材の混錬再生を可能とする2.5軸
押出機等を増設し、3つのラインと試験製造ラインが新たに
稼働を始めました。これにより、従来生産量の1.5倍となる、
月間450トンの製造能力を実現する計画です。
　普段は自動車用バンパー等の樹脂を再生していますが、
同社の社会貢献活動として、ペットボトルキャップを回
収・リサイクルし、その収益を世界の子どもたちに送る活
動も行っています。新工場は、この活動を積極的に展開す
る愛知県内の９つのプラスチックリサイクル事業者で組織
される「愛キャップ委員会」の重要拠点としての機能も
担っています。常に顧客要求と社会的責任に応え続けるフ
ジイ化工。これからも、生産
向上と他の見本となるCSR活
動を展開していきます！

【DATA】
ニューセブン
住所 安城市日の出町 7-11
TEL  0566-74-4310
営業時間：昼の部：10：30～17：00
　　　　　（月曜～金曜）※4月からは土曜も営業
　　　　   夜の部：20：00～
定 休 日：日曜日

ニューセブンが昼の部を開始
～昼の部はカラオケ喫茶～

　市内でも有数の広さを誇る日の出町の「ニューセブン」が、
昼の部「カラオケ喫茶」をスタートさせました。広いスペース
と抜群のカラオケ音響がカラオケファン層に大好評とのこと。
　とくに広いスペースで三方向のスピーカーから流れる音楽
は、ほかのカラオケ喫茶にはないクオリティ。
　また12時までのモーニングはドリンク（500円）にぷりぷ
りのデンパークのソーセージで作ったホットドックがついて、
お得感満載。ランチは12時～14時までで、500円～の軽食
にサラダがついて、ドリンクが200円でランチセット。一番
人気は鉄板ナポリタンだとか。
　昼の部は、10時30分～17時までで、カラオケは1曲100
円。チケットにすると6曲で500円になるサービスも。昼は
カラオケ喫茶、夜20時
からは今までどおりスナ
ックと新たな顔をのぞか
せる「ニューセブン」に
一度行ってみてはいかが。

【DATA】
株式会社三河機工（カイノス安城店）
住所 安城市赤松町的場 3-2
TEL  0566-79-2511
営業時間：8：00～18：00
定休日：日曜日　※年末年始および祝日（海の日のみ）は定休

株式会社三河機工

地域とともに育つお店
「カイノス安城店」オープン！

　建設機械のレンタル・販売・修理等を行っている株式会社
三河機工安城営業所は、今年１月に移転し、旧三河機工安城
赤松センターがあった赤松町の的場に「カイノス安城店」と
して姿を変え、オープンしました。
　見ているだけで心躍る店内には、電動工具、安全靴、金物
資材をはじめとした、建築で使用する道具からＤＩＹ用品ま
で約１万点を超える豊富な商品が並べられており、プロショ
ップならではの一流ブランドやトップレベルの商品を厳選し
て取り揃えています。
　なかなかホームセンターや100円ショップでは見かけるこ
との少ないプロの職人が使用する道具を一般の方も購入する
ことができるため、こだわりの道具でこだわりのＤＩＹを楽
しむこともできます。
　商品販売だけでなく、車両や各種イベント用品など、ちょ
っとだけ使いたい道具のレンタルや、機械の修理・メンテナ
ンスもカイノスで行っていますので、ご利用を検討される方
はお気軽にご相談ください。
　プロも満足する工具や資材などを
充実させたお店「カイノス安城店」に
ぜひ足を運び、探し求めるこだわり
の道具を購入してみては。

－８－ あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!



とにかく叩こう！音が出る楽しさ！力いっぱい打ち込む爽快感！

確かな技術とやすらぎのひと時を体感
　今回は、錦町にある「くみ美容整体院」様をご紹介いたします。
　隠れ家のようなサロンで、店内はアットホームで気軽に通える温かい雰囲気です。女性専用のた
め安心してご利用いただけます。
　こちらは、「治療的な」という意味のある、リメディアルマッサージを取り入れたサロンでもあ
り、県内でも少なく珍しいとのことです。
　複数の資格を取得している女性スタッフがお客様一人一人の身体の悩みや相談をじっくり聞き、
その日・そのお客様の体調に合った内容の施術を行い、特別なサロン時間をお過ごしいただけます。
ご来店されるお客様は、身体の痛みやコリだけでなく、むくみや生理不順、便秘など様々な悩みを持っている方のほか、マタ
ニティ整体もあるのでたくさんの妊婦さんがご利用されています。ダイエット効果のあるマッサージもあるとのことです！ま
た、整体の一種である背骨の矯正も行われており、介護士の勤務経験も生かされ、お年寄りの方にもオススメのサロンです。
　マッサージで身体の悩みを解消してもらうだけでなく、癒しの効果がとても高いので、心身共にリフレッシュできるのは間
違いありません。
　お気軽にご相談・ご利用されてみてはいかがですか。

　今回ご紹介するのは、根崎町の根崎保育園を中心に愛知と大阪で活動している「HIDE
和太鼓school」。幼児から大人まで様々なレベルの教室を開く同スクールは、和太鼓の
持つ「楽しさ」や「爽快感」を伝え、和太鼓の良さを感じてもらうことをモットーにし
ている。
　講師の由良英寛さんは、2008年まで、京都のプロ和太鼓集団に在籍。2004年よりカ
ナダ出身のキース・ヒルズと「HIDE＆キース」を結成し、和太鼓の枠にとらわれること
なく自由に楽器をとりいれ、さまざまなアーティストと国内外で共演している。また「HIDE＆キース」は、アメリカで行わ
れた国際大会「ISC2007」で決勝に進出するなど、その音楽性は海外でも認められている。
　各教室は、1回1時間～1時間30分程度を月2回行い、3,000円～4,000円の受講料。年に一度は「打音祭」と題し、教室公
演も行っている。

伴野

HIDE 和太鼓 school

くみ美容整体院

●営業時間　10：00～15：00
●定 休 日　土曜・日曜・祝日
●所 在 地　根崎町西根66
●電　　話　070-5332-3074
HP　http://hide-wadaiko-school.com/

●営業時間　９：00～24：00
●定 休 日　年中無休
●所 在 地　安城市錦町7-2 コーポ末広2-1号室
●電　　話　080-9486-2013

吉田

コメダ
松屋 錦町

小学校

安城学園
高校

南明治
八幡社

安城市役所
碧信本店

至岡崎

錦町小学校南

末広町

★
48

★ 根崎町

明和小前

明和小●

八幡神社
●

明祥中
●

ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問



航空宇宙産業進出セミナー各部会開催

経済講演会

　航空機産業進出をこれから検討していきたい企業を対象に、
2月19日（金）に航空宇宙産業進出セミナー「はじめの一歩」
を開催しました。
　当日は、愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室の担当
者より、航空機産業の現状と将来性や、国および県の補助金
等の支援についてご教授いただきました。
　また、一般社団法人中部航空宇宙産業技術センターの杉山哲
重氏より、航空機産業特有
の商習慣と参入に向けての
ハードル、参入に必要とされ
る「JISQ9100」についてご解
説いただきました。
　参加者は、航空機産業の
今と今後について理解を深
めました。

　当所6部会（工業・商業・観光サービス・建設・金融・交
通運輸）は、それぞれ部会を開催しました。
　平成27年度事業報告ならびに平成28年度事業計画（案）等
について審議をいただき、承認されました。
★各部会の開催日
　1月21日㈭　金融部会
　2月 2日㈫　交通運輸部会
　2月16日㈫　商業部会・観光サービス部会
　2月22日㈪　建設部会
　2月25日㈭　工業部会

　　日本銀行名古屋支店長の梅森徹氏を講師にお迎えし、２
月３日（水）に経済講演会「最近の金融経済情勢と展望」を開催
しました。
　当日は133名の方々にご聴講いただき、日本銀行内にて調
査された経済動向のデータをもとに、現在の経済状況や今後
の展望についてご解説をいただきました。また、マイナス金
利付・量的・質的金融緩和の導入についても導入意図を説明
いただきました。
　参加者は、講師の梅森氏が話す今後の経済の見通しについ
て熱心に耳を傾けていました。

教育担当者セミナー
　経営者、管理者、新人教育担当者を対象に、2月9日（火）
に新入社員を定着化・戦力化するための教育担当者セミナー
を開催しました。
　当日の講師に株式会社中
央人事総研代表取締役の大
竹英紀氏をお迎えし、新入
社員が定着しない原因や、
新入社員が学ぶべき5つの
教育方法、会社OJT教育
の勘所とそのやり方等につ
いてご解説いただきました。

決算書セミナー
　経営者、経理担当者、営業担当者を対象に、2月16日（火）
に決算書セミナー「1日で分かる決算書の見方・読み方セミ
ナー」を開催しました。
　伊藤秀人会計事務所の伊
藤秀人氏を講師にお招きし、
貸借対照表や損益計算書を
はじめとした決算書を読み
こなすためのポイントや決
算書速読法についてご教授
いただきました。

▲建設部会の様子

－10－ あんじょう商工会議所
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所在地　古井町一本木1-1
代表者　谷田守之
業　種　電気工事業
電　話　77-4420

谷田電気商会事業所名

所在地　日の出町10-16
代表者　富永勇次
業　種　飲食業
電　話　87-7575

居酒屋 日向事業所名

所在地　今本町7-4-2 サンモール305
代表者　ジャベド・ファワド
業　種　自動車販売・輸出
電　話　93-1120

株式会社 MALIK TRADING事業所名

所在地　錦町7-2 コーポ末広2 1号室
代表者　宮原久美子
業　種　マッサージ業
電　話　080-9486-2013

くみ美容整体院事業所名

議員職をとる者の変更

【㈱ヒサダ】
久田義光 → 久田庸平

議員　久田庸平 氏

【西尾信用金庫安城支店】
板倉正利 → 村田圭三

議員　村田圭三 氏

【名称変更】
　●小川製作所　→　おがわ製作所
【代表者変更】
　●小野内カーテン　小野内　功　→　小野内秀樹
【所在地変更】
　●株式会社アイロン　和泉町　→　小川町志茂46
　●おがわ製作所　篠目町　→　朝日町12-26
　●小野内カーテン　末広町　→　末広町5-13
　●株式会社ミヤビ　桜井町　→　安城町城堀2-9
　●有限会社トライズ
　　法連町　→　御幸本町7-8-202
　●有限会社オカダヤ書店
　　昭和町　→　昭和町7-10
【電話番号】
　●株式会社アイロン　73-2665　→　78-0335
　●株式会社ミヤビ　　77-0828　→　93-2811
【FAX番号】
　●株式会社アイロン　73-2668　→　78-0346

会員の動き

　平成27年４月に小学校・中学校に入学されたお子様の入学祝
金の請求はお済ですか？請求期限は、請求事由から３年間となっ
ていますが、なるべくお早めにご請求ください。該当する加入者
は指定の請求書にお子様の生年月日が確認できる書類（健康保険
証／コピー可）を添付し、請求をお願いいたします。
　なお、請求事由発生時までに、１年間の加入期間が必要です。
また、その他見舞金・祝金の請求もお早めに！！詳しくは、当所
までお問い合わせ下さい。
問い合わせ／安城商工会議所 共済担当

平成27年度 入学祝金の請求をお忘れなく！
～たなばた共催加入者のみなさまへ～

【お問合わ先】刈谷税務署　TEL 0566（21）6211
　電話は自動音声により案内していますので、お問合せの際は、
　音声に従い番号を選択してください。

給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告書作成
画面を新設しました。初めての方でも操作がしやすい
画面となっておりますので、是非ご利用ください。

所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告と納税は３月15日（火）まで
消費税及び地方消費税の申告と納税は３月31日（木）まで
確定申告は正しくお早めに！！

確定申告書の作成には、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
をご利用ください。

～安城警察署からのお知らせ～
「伊勢志摩サミット」5月26日・27日

県民の皆様へのお願い
＜警戒警備・交通規制にご協力を＞
サミットに伴う情報はホームページ等でお伝えする予定です。
中部国際空港をご利用の方や車を使用される方は、
交通情報に注意し、時間に余裕を持ってお出かけください。
【愛知県警察ホームページ】http://www.pref.aichi.jp/police/

確定申告 まずは検索!! 国税局・税務署

所得が「給与・公的年金」
のみの方は必見!!

－11－あんじょう商工会議所
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　臨時総会に引き続き、第２回教養サロンが開催され、講師に
早川順子氏をお招きして「自己コミニュケーション能力の発見」
をテーマに心地よい人間関係、自分らしい生き方等を自己概
念・傾聴・明確な表現・感情の取り扱い・自己開示について、
この５パターンから自分はどんな人間なのか？をチェックしま
した。
　チェックを実施し、その結果からグラフを作る中で「相手を
思いやる」「助け合う」ことがとても大切なことなのにこれが
薄れていく昨今、言葉で他人を傷つけることの何と多いことか。
「相手の立場に立って考えてみる」ことはとても大切なことで
す。受講して意外な発見もあり、自分を知ることの大切さを再
確認し日々の生活に役立つ講習会でした。「自分は、自分の主
人公。世界でただ一人の自分を創っていく責任者」自分は一人
しかいない。さて、どんな風に仕上げていくか…。後悔しない
ように。

第２回教養サロン 交流研修副委員長　稲垣三枝子

　早いもので、大役を頂いて一年が過ぎようとしています。出
来る・出来ないではなく「させて頂く」という気持ちでスター
トしました。身の丈に合う自分らしさが「今迄の私ね」と思っ
ているのは自分だけ？今も公私共に頑張っています。何事もベ
ストを尽くし、成し遂げた時の達成感。プロセスすべてが自分
らしく輝く基礎となっていると思っています。
　現在、女性会という縁により親しくして頂いている友人たち
と懇談している時の自分が心身ともに輝いているのだと感謝し
ています。まだまだ、会のことが不勉強のまま一年が終わろう
としていますが、ご縁によりもう一年携わらせて頂くことにな
りました。切磋琢磨し、自分らしさをもう少しレベルアップへ
と励みたいと思います。宜しくご指導をお願いいたします。

自分らしさ…輝くとき 平成27年度副会長　大橋　緑

　学問の神様で知られる京都の北野天満宮には、若い人達が大
勢「吉報が届くように」と参拝に来ています。冬の寒さにもめ
げず、それを応援するかのように梅が咲いていました。１年間、
皆様に応援をしていただき無事終了することができ、誠にあり
がとうございました。
　平成28年度も引き続き副会長を仰せつかり、「今年もよろし
く」と素敵な言葉をいただき光栄に思っております。年齢的に
最後と思い、悔いの無いよう平成28年度も頑張りますのでよろ
しくお願いいたします。

この一年を振り返り 平成27年度副会長　鬼頭　絹江

会員募集中！

年会費 3,000円

仲間を増やしましょう！
☆ぜひお友達をお誘いください☆
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★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
★会員の皆さんからの口コミ情報
★公的融資や助成金情報
★各種経営情報　など
役立つ情報をメールでお届けします。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

申込み

当所ホームページ→　http://anjo-cci.or.jp

購読無料!!

左下

よりお申込みいただけます。

メールマガジンの配信
セミナーやイベントの情報を
いち早くお届けします 申込



ー臨時総会・3月例会「第10回卒業式」ーー臨時総会・3月例会「第10回卒業式」ー

○日　時　平成28年3月19日（土）　16：00～19：00
○場　所　名古屋国際ホテル
○内　容　臨時総会では、平成28年度事業計画書並びに収支予算を

審議する。
第10回卒業式を開催し、その後の卒業式を祝う会で、笑い
あり！涙あり！感動ありの今年しかできない忘れられな
い卒業式を開催し、卒業生を盛大にお祝いし、送り出す。

臨時総会・3月例会を下記のとおり開催します。
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2月例会「体幹力を上げ安城を元気に」
　２月17日（水）、安城市立桜町小学校にて２月例会「体幹力を上げ安城を元気に」を開催しました。今回は、青年部員以外に
安城市内のスポーツ協会関係者の方にもご参加いただき、講師は多方面で活躍されている、プロトレーナーの木場克己氏をお
招きしました。　　　
　「体幹」という言葉を聞いてもパッとすぐには意味が思い浮かばない方も多いのではないでしょうか？読んで字のごとく「体
の幹」なので、胴体部分です。体幹とは、人間の身体の頭部と四肢（左右の手足）を除いた部分を指すのが一般的です。身体の
コア（中心）となる部分です。木場氏による講演は、「体幹」「体軸」という身体の中心部分の筋肉や神経、つまりインナーマッ
スルを鍛えることで、「バランス感覚」も強化するトレーニング方法を具体的に説明していただきました。実際にこのトレーニ
ング方法は長友佑都選手（インテル）や、なでしこジャパンのエース・大儀見優季選手（チェルシー）といったサッカー選手やオ
リンピックでも活躍する選手がおこなっているそうです。
　今回、この例会を開催した目的は体幹を鍛えることで健やかな体を作り、体が資本の経営者の事業にも役立てていただくこ
と、また、安城市内のスポーツ協会関係者の方々をお招きして一緒に講習を受講してもらい、安城市のスポーツ発展・子供た
ちへのご指導につなげていただくことを目的としていました。話を聞くだけではなく、実際に体を動かし体験したことで身に
付きやすく、自分が学んだことを他者にも伝えやすい内容でした。また、一般参加者の方からも「参加してよかった」「早速、
実践してみる」など、とても満足していただきました。大変、有意義な例会になったと思います。ありがとうございました。

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　福島県いわき市に「株式会社マルト」という会社がある。主
な事業は食品スーパーやドラッグストアの経営。福島県と茨
城県が主な営業エリアである。
　非正規社員を含め2000人を超える社員を擁しているにも
かかわらず、徹底した地域密着で依然創業の心を大切にして
いるのが特長である。いわき市では、食や薬で「マルト」の存
在は非常に大きく、欠かせないものとなっている。
　また、その業績もすこぶる好調で、この10年間でもリーマ
ンショックの影響が大きかった平成22年を除き、その売上高
は右肩上がりである。好調な要因は多々あるが、あえて一つ
だけに絞ると、「三方良しの経営」が創業以来貫かれているか
らである。
　同社の事業目的は「マルトの使命」として明確に示されてい
る。そこには、「マルトは地域のライフラインを守ることが使
命と誇りです」とある。また、社是には「商売とは心からあり
がとう、といってくれるお客様という名の友人をつくること」
とある。事業目的には、業界で一番になるとか、規模を大き
くするといった言葉は一言もないのだ。
　近年、社是や経営理念で立派なことを掲げている企業は増
加傾向にある。しかし、その目的を果たすための実際の行動
はと言うと、首をかしげたくなる企業が正直に言って多い。
その一方で、同社は創業以来、愚直一途に、掲げた使命と社
是に基づく経営を続けてきたのである。
　その一例を紹介する。それは、あの東日本大震災時の対応
ぶりである。あの大地震で、マルトも、ほとんどの店舗で商

品が散乱し、店舗の壁が損壊するなど、10億円以上の被害に
遭った。そればかりか、通信網も甚大な損害を受け、本社と
店舗の回線も不通となってしまったのだ。しかしながら、マ
ルトの店舗は、あの３月11日の大地震直後の16時には、１
店舗が営業を再開、翌12日には、残りの大半の店舗も再開し
た。被災を免れたり、大きな損害の無かった店舗の社員が自
主的に出社。安全な場所で着の身着のまま、店舗の周りに集
まって、地域住民のために店舗を再開したのである。
　聞くと、全国チェーン店でも、再開するまで数週間を要し
ており、この対応の速さは異例で、地域住民も絶賛したとい
う。そればかりか、自宅が倒壊し、困っている地域住民のた
めに店舗を開放したという。いやはや驚くべき対応である。
以前、なぜこんなにも早く再開できたのかを、店舗のスタッ
フから聞いたが、そのスタッフは次のように答えてくれた。
「寒く不安な中、店の前に飲料や薬、そしてトイレットペー
パーやオムツなど、生活必需品を求めて列をつくっている友
人であるお客さまの姿を見て、自宅から吹っ飛んできまし
た。ただただ役に立ちたい一心でした。『マルトの使命・マル
トの社是』通り行動をしただけです」と。「正しい経営は決し
て滅びない」を証明してくれるいい企業である。

法政大学大学院政策創造研究科
教授　坂本　光司

地域のライフラインを守った『マルト』

　一日の始まりがラジオ体操ではなく、日頃の教養不足を補
うために、二つのコラムを読み上げることから始まります。
　一つは、その日の大手朝刊の一面コラム、『中日春秋』
『天声人語』『余禄』もしくは日経の『春秋』から気に入っ
たコラムを読み上げる。もう一つは、倫理研究所が毎月発行
する『職場の教養』からその日のコラムを読み上げる。前者
は、専門外の広い視野からの教養を、後者は身近で日常的な
教養とモラルの積み重ねを狙っている。　
時々こういった「教養」にどんな意味があるだろうか？と考
えることがある。「教養のある人」とは、どんな人を云うの
かと考えた方がわかりやすいかもしれない。人と人とのもめ
事の中に入っていくことの多い職業柄から感じられることが
二つある。　
　一つは、教養のある人は、様々な考えを巡らせることがで
きるから相手の立場に立って考えることができることである。
相手の立場を少しでも理解できる人とは、必ず道が開けるこ
とが多い。一方自分の立場しか見えない人・見ない人は難し

い。　
　もう一つは、教養のある人の見方は、時間が経過しても、
あるいは年月が経ってもその見方が揺るぎないことが多い。
まわりの意見に振り回されることもなく、交渉で会う度に
言っていることが異なることも少ない。　
　広く見渡せば、2014年ノーベル平和賞を受賞したマラ
ラ・ユスフザイさん（当時18歳）が、国連での演説で、「教
育こそがただ一つの世界を変えられる解決策であり、子ども
たちと女子に教育を！」と訴えてみえたことが記憶に新しい。
　出口の全く見えないイスラム過激派組織ＩＳの問題、日本
国内でもさらに外国人を受け入れることになった時の異民族
同士の相互理解の問題、親子間でさえ異文化の交流のように
感じてしまう昨今、ますます人間関係が難しくなっていくこ
とが予想され、教養が大きな役割を果たしてくれるのではな
いだろうかと切に信じたい。　

司法書士　矢田良一

教養があるということ！投稿コラム
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